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サイボウズ株式会社

サイボウズ 今までの SaaS の概念を変える新サービス「かんたん SaaS」を発表
様々な業種・用途に合わせた、業務改善系システムを１ユーザー500 円/月で即日利用可能に
サイボウズ株式会社 (本社：東京都文京区 代表取締役社長：青野 慶久 (戸籍名： 西端 慶久) 以下サイボウズ)
は、2009 年 10 月末までに、業務改善のアプリケーションを SaaS で即日ご利用いただける新サービス「かんたん
SaaS」を提供開始することを発表いたします。
【業務改善を SaaS を通じて手軽に利用】
IT システム利用の新たな選択肢としてクラウドでのサービスの利用を検討する企業が増えています。さらに業種や
会社ごとに個別ニーズは多様化し、汎用のソフトウェアでは補えないような細かい要望を満たすツールが必要とされ
ています。このような市場ニーズに応えるため、かんたん Web データベース「サイボウズ デヂエ（以下 デヂエ）」をプ
ラットフォームとし、業種や会社ごとの個別のニーズを拾い上げ、すぐさまアプリケーション化しＳａａＳ形式で提供す
るサービス「かんたんＳａａＳ」を開始いたします。
【サイボウズ かんたん SaaS 概要】
「デヂエ」を SaaS 事業用に改造した専用プラットフォームを使用して、デヂエのツール開発のしやすさとシンプル
な使い勝手を両立させ、多品種少量販売ができる基盤を構築します。その基盤上で、ユーザーカスタマイズ不要
で稼動するツールを提供いたします。オープン当初に提供を予定しているアプリケーションは以下の通りです。
顧客台帳

商談報告書

見積り依頼受付

社員名簿
よくある質問

日報
勤怠管理

報告書
感染状況確認

お問い合わせ・
クレーム対応管理
情報共有掲示板
売上情報

なお、オープン後もインフルエンザ流行時には従業員の感染状況を管理するアプリケーションを提供するなど、お
客様のニーズを取り込みながら毎月アプリケーションを追加してまいります。
■かんたんＳａａＳ画面イメージ
ポータル画面

クレーム対応・お問い合わせ管理アプリケーション

※開発中の画面です、デザインは変更される場合がございます。

・下記ページからロゴや上記キャプチャ画像をダウンロードいただけます。ご自由に利用ください。
http://cybozu.co.jp/mass̲media/saas/
■サービス提供開始日

2009 年 10 月

■価格 1 ユーザー/月 500 円〜 （初期費用不要） ※予定
最もシンプルなサービスの場合、１ユーザー1 ヶ月１コイン（500 円）で 5 ユーザーから提供する予定です。
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■販売方法
自社サイトでの直接販売と、パートナー企業による間接販売
■パートナー
従来の IT 関係のシステムインテグレータのほか、建設・外食・製造など、IT 以外の分野で多くのノウハウを持
つパートナーと新たに協業し、そのノウハウをアプリケーション化し提供してまいります。そして新しい販路を開拓
していく予定です。現時点で契約を進めているパートナーは以下の通りです。
□株式会社アイキューブ
･ 建設業向け工事原価管理システム「本家シリーズ」の展開を行う
･ 建設業向けのサービスを予定
□アミタエコブレーン株式会社
･ リサイクルのノウハウと IT を駆使して、企業の環境部門支援を行っている
･ 廃棄物管理業務で取り扱う、契約書などの文書管理を効率化するサービスを提供
□株式会社 ジャストプランニング
･ 外食産業、美容産業における POS システム委託の大手企業
･ 主力の ASP システムを補完する付加価値型のツールを提供予定
□株式会社 シュールテック
･ IT エンジニアおよび一般事務の支援とシステム構築を行う
･ 情報処理サービス業向けのＳＥＳ管理サービスを提供予定
□株式会社 日本サーキット
･ 回路・FPGA〜プリント基板開発を行う総合エレクトロニクス企業
･ 製造業向けのサービスを予定
【今後の展開と目標】
当社の考える「IT の大衆化」が実現できるよう、IT であるという事を意識させないまるで家電製品のような使い勝手
のツールとして、誰でもいつでもどこでも使えるよう利用者のニーズの多様化に合わせた柔軟なアプリケーションを
提供してまいります。まずは、今年度中に、自社サイトでの直接販売を始め、さらに上記パートナー5 社とも契約を締
結し正式なサービスの提供を開始します。これにより、来年度中に 15,000 ユーザーID の獲得を目指してまいります。
【お問い合わせ先】
□かんたん SaaS パートナープログラムへの参加を希望される方
MAIL： k-saas-partner@cybozu.co.jp
【各パートナーの代表取締役のエンドース】
□株式会社アイキューブ 代表取締役社長 山本 武史
株式会社アイキューブはサイボウズ株式会社の「かんたん SaaS」事業を心より歓迎いたします。創業
以来、建設業様向けに「勘定奉行」でおなじみ OBC の公認ソフト「建設原価ソフト アイキューブ本
家シリーズ」を開発・販売しております。おかげさまで導入企業から好評の声を頂き、様々な企業か
ら引き合いのお話をいただいています。今回は「かんたん SaaS」事業との提携により、これまで培っ
た建設業界向けの各種サービスをリリースしてまいります。これにより、建設業界の業務効率化にさ
らに寄与できるものと確信しております。
□アミタエコブレーン株式会社 代表取締役社長 藤原 仁志
アミタエコブレーンはサイボウズ株式会社のかんたん SaaS 事業を心より歓迎いたします。
弊社は環境最大手のアミタ株式会社の 100%子会社として 2009 年 2 月に設立し、環境管理技術と IT を駆使して、
企業の環境部門業務を支援し、コスト削減とリスク対策、コンプライアンス強化を実現する機能を提供しております。
今回開始するかんたん SaaS 事業との提携により、中堅企業の環境部門における、廃棄物管理業務の効率化を目
指しサービス提供して参ります。
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□株式会社ジャストプランニング 代表取締役社長 鈴木 崇宏
ジャストプランニングはサイボウズ株式会社のかんたん SaaS 事業とのコラボレーションを心より歓迎いたします。
当社は 1994 年の会社設立以来、外食産業を中心にシステムインテグレーション事業、 ASP 事業に取り組み、順
調に業績を伸ばして参りました。現在、当社の主力事業であります「まかせてネット」は、1999 年にサービスを開始
して以降、お客様からの絶大な支持を集め、業績向上を図るための経営管理ツールとして、多くの企業様にご利
用頂いております。
今回、かんたん SaaS と連携し、まかせてネットで培ったノウハウを元にして、より多くのお客様にご利用頂けるサ
ービスを提供してまいります。このサービスが多くのお客様の業績向上に寄与できるものと確信しております。
□シュールテック 代表取締役 濱口 政彦
シュールテックはサイボウズ株式会社のかんたん SaaS 事業を心より歓迎します。当社は「企業は人なり」「人は財
なり」「ジンザイ」の”ザイ”は、材料の”材”ではなく、財産の”財”であるということえをモットーに私たち株式会社シ
ュ−ルテックの基本姿勢として IT エンジニアおよび一般事務の支援とシステム構築を提供しております。かんたん
SaaS 事業との提携により、当社がこれまで自社内で培った、情報処理サービス業向けのＳＥＳ管理ノウハウを
サービス化して提供して参ります。
□株式会社日本サーキット 代表取締役 酒井 哲広
日本サーキットはサイボウズ株式会社のかんたん SaaS 事業を心より歓迎します。
弊社は 1988 年の創業から 20 年余、プリント基板設計事業をコアに、日本の大手製造業の開発から製造までを陰
から支え続けてきてまいりました。当初は設計事業のみでのスタートでしたが、お客様からの要請に応じて次第に
前後工程をも手がけるようになりました。現在ではハードウェア、ソフトウェアの開発設計、組み込み開発設計、
EMS と多彩な事業を展開おります。今回のかんたん SaaS 事業との提携により、自社で培った工程管理ノウハウを
同業種の企業に向けて、提供してまいります。本サービスによって製造業界全体の更なる発展を目指したサービ
ス提供を行います。
【ご参考資料】
■サイボウズ デヂエ 8 の概要 http://products.cybozu.co.jp/dezie/
「サイボウズ デヂエ 8」は、業務に合わせたアプリケーションを自由に作成、カスタマイズできるかんたん Web デ
ータベースです。煩雑なシステムの構築や、工数のかかる開発も必要なく、様々な業務の課題にすぐに対応でき
ます。※本サービスは「デヂエ」の SaaS バージョンをベースに、改良を加えたものになります。
■サイボウズ株式会社
URL
http://cybozu.co.jp/
設立
1997 年 8 月 8 日
資本金
5 億 6,900 万円（2009 年 1 月 31 日現在）
代表者名
代表取締役社長 青野 慶久
所在地
東京都文京区後楽一丁目 4 番 14 号 後楽森ビル 12 階
事業内容
サイボウズはソフトウェア会社として 1997 年に設立されました。誰もが簡単に使えることを追求し
たコンセプトに基づき、ビジネス用ソフトウェアを開発・ 販売しています。主力製品のウェブ型グ
ループウェア「サイボウズ Office」と「サイボウズ ガルーン」は、現在 2 万 8 千社を超える企業様
に導入いただいており、グループウェア市場では、国内トップレベルのシェアを占めるまでに成長
いたしました。
-----------------------------------------------------------------------------------------------■マスコミ各社様からのお問い合わせ先
□サイボウズ株式会社 社長室 広報 担当：村松・浅野
〒112-0004 東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 12 階
TEL: 03-6316-1160 / FAX: 03-5805-9036 / MAIL: pr@cybozu.co.jp
-----------------------------------------------------------------------------------------------※本文中に記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
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